よこはま北部まちづくり交流会 2020
日時：2020 年 2 月 24 日（月） 1０:30-1２:30 （延長 １３：００）
会場：青葉区社会福祉協議会ふれあい青葉 2 階会議室
世話人区：青葉区
参加者：青葉区 12 名 都筑区６名 港北区 7 名 緑区 9 名

34 名 うち当日 2 名欠席
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各区発表
■都筑区

「都筑のいい景観」
都筑魅力アップ協議会会長 山岸紀美江

都筑魅力アップ協議会の会長をしています山岸です。昨年この会で都筑区の話をし
ました。「崩れ行く港北ニュータウン」という話です。港北ニュータウンは計画的に作ら
れた街ですが、その計
画的に作られた街も
30 年 40 年が経ち世
代が変わるといろいろ
なことが変わってきて
ます。また建物の替えの時期がくるとそれ
に応じて姿を変えるということが起きてき
ました。今日は、昨年の続きです。今日みなさんの手元に配られているチラシで話を進めたいと思います。
こんかい私たちが作成した HP です。そこに都筑魅力アップ協議会1のことが書いてあります。どうぞご覧く
1都筑魅力アップ協議会

https://www.tsuzuki-miryokuup-kyougikai.com/

ださい。
「崩れ行くニュータウン」をただ見ているだけでなく、新しい方向への道筋を作る活動を報告します。一
つとして都筑のいい景観の写真を撮っていただき、そしてこの HP-都筑のいい景観ギャラリー-に掲載し保
存していこうと考えています。すでに集まっていますが、この集め方については協議会で 2 回検討し、計画
してきました。都筑区は、大きな農業専有地区と市街地とが共存して
います。その良いところを写真を撮ってもらって共有しようとする活
動をしています。みなさんに投稿してもらおうと考えています。
横浜市の中では良い景観を持っているのは、「関内地区」、「みなと
みらい 21 中央地区」、「みなとみらい 21 新港地区」、「山手地区」の
4 地区です。みなとみらい２１地区では景観法2の網をかけて建物や
樹木とかいろいろなものの網をかけています。そのように景観法を
実行しているところがあります。関内地区や山手地区やみなとみら
い２１地区などの他はなかなか景観法がかかっているようでかかっ
ていません。横浜市には景観法の条例があります。しかしその条例を
施行するには、具体的にどんなことをだれがやるのかということが
問題になってきます。その時に都筑区全部に網をかけるのは非常に
難しい。現状では難しい話になっています。それを簡単に進めるのは
例えば駅前だとか、または一つの町内会単位だとか区域を制限する
と比較的容易に景観法は網の
かけることが出来ます。しか
し、魅力アップ協議会が目指しているのはニュータウンとして作られ
た街の「街らしさ」「都筑らしさ」を残したい。そこが問題なのであって、
一つ一つを単独でするのではなくて全体としてやりたいと思ってい
ます。
それで配ったチラシをみていただけると分かるかと思います。どん
なことを残したいと考えているかということですが、農村のある風景
とか緑のあるところを写真で撮っていただくとか、アーバンデザインとして優れた建物、市街地の様相。そ
れが商業的であっても優れたデザインであればこの街にふさわしいと・・みんな
が思うか思わないかを通じながら残していきたい。

センター南店

また私たちのところでは全国レベルでの店が沢山出店しています。例えばセ
ンター南の駅前にはラーメン魁力屋というラーメン屋さんが入っています。も
ともとは全国チェーンの魁力屋をアピールしたいので真っ赤な魁力という文字
だったり、真っ赤な看板だったり、その店らしいと思って宣伝しています。それ
が、京都だと、京都らしく赤い色を使ってはいないのです。京都は景観法3をか
2

横浜市の景観制度一覧
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/keikanchosei/keikan/keikanlist.html

3

京都の景観条例では赤色とか黄色とかの原色に近いものは禁止されています
景観政策 リーフレット https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000023991.html
京都の景観に関する例規集 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000056865.html

ぶせていることが、会員が調べて分かりました。そのためには、私たちも景観法を学ばなくてはならないこ
とも分かります。ぜひ私たちのサイトをご覧になって都筑に来られることがありましたら、自分の目でみて、
「都筑っていいなあ」と自分の区にはこんなのは無いけれどいい
な。自分の区とは一緒だけどやっぱりいいなと感じた所があっ

京都北山店

たらスマホで撮って送ってください。そしてこれをどうやって行
くかというのは今年の仕事ですが、現在はこれを集めているこ
とをしています。
横浜市に言うと、都筑区のまちはもともといいじゃないかとい
われてしまいますが、そうではないのですね。去年話したように、崩れ行く港北ニュータウンになっています。
いろいろ悪いところを見るのではなくて、都筑区のいいところを見て、投稿してください。ありがとうござ
いました。
■港北区

「親子自転車マナー教室」
Tomodachi Club（港北くみんの会） 川中資久

Tomodachi Club の川中です。港北区では、「親子自転車教室」や「港北ものしり博士」、例えば大豆戸
（まめど）の名前を知らないと港北区民ではないよみたいなクイズを作ってやっ
てみたり、特別養護老人ホームで「車椅子のクリーニング」をやっています。
この自転車教室も「港北まちづくり区民の会」から自立してから始めた事業です。
親の自転車マナーが悪いということで、親を教えるということから小学生 1-3
年生低学年の人たちに呼び掛けて始めました。区役所だけでなく、港北警察の
交通安全や PTA、地元町内会へも働きかけて行っています。ヤマト運輸へも呼
び掛けて、一緒に始めることが出来まし
た。以前は社会貢献課として協力していただき、スタートしています。
PTA の協力もあります。学校へは先生方の協力はなくても良いとい
うことにして、体育館やグラウンドを貸していただくことで始めていま
す。警察からはミニパトなんかを持ってきてくださいます。
現在新吉田小学校と北綱島小学校の二校で実施しています。対象
は 1 年生から 3 年生までの生徒と保護者です。各小学校で 3 年に一
回の割合で開催で申し込んでいます。PTA にもできるだけ参加を呼
び掛けています。小学生の参加を呼び掛けるのは、本当は親に参加して欲しいからです。親のほうがむしろ
マナーが悪いし、危険も多いということでやっているのです。
最初に新吉田小学校でやった時なのですが、雪で急遽やめました。それで 2 月開講はやめることにしま
した。秋の終わりにするようにしています。校庭はグランド整備などの期間もあるので調整しながら実施し
ています。また親は共働きが多いので、親の参加もなかなか難しいです。働いていない親への参加呼びか
けなどもしています。狙いは親を呼ぶことなのですが、20％程度の参加しかありません。PTA を通じて呼
びかけているのですが増えることもありません。

これは体育館での交通ルールの講義です。港北警察署の方に交
代で説明をしていただきます。主に法律についてです。簡単な内容
ですが、違反の多いものをやっていただいています。
これは自転車の交通違反クイズですが、たくさんあります。案外
難しいですが、すらすらと答える人は大したものです。意外とちょ
っとしたことでも交通違反になります。警察官の人を怒らせると、
ピシッとやられます。女性が集まっていたりすると違反することが多いですね。傘を差したままの運転とか
やります。こういうクイズを老人クラブでもやったのですが好評でした。
最後に旗を紹介します。今年ようやく作成したのです。去年の暮に作って Tomodachi Club という旗
（のぼり）を作りました。一番上が港北区のシンボルマークです。二番目が会がやっているイベントの「物知り
博士」です。これは大盛況で年に 2-3 回やります。菊名地区センターを会場にやると子どもたちもいっぱい
来てくれて大盛況です。それから「自転車マナー教室」、「車椅子のクリーニング」を行います。
クリーニングは東日本大震災の前後から毎月 1 回で始めて 100 回を超しています。これは
特別養護老人ホームで非常に感謝されています。 クリーニングは大貫さんたち、「物知り博
士」は小出さん、現在のリーダーは谷米さんが担当してやっておられます。車椅子のクリーニ
ングでいうと、今は車椅子の種類が沢山あって一つの施設だけでも数えきれないほどの種
類があります。それを直したり、あまり多くはないですがパンクを直したりしています。私た
ちの世代はモノを直す力があります。読んだりするのは若い人たちが良いかもしれませんが、
私たちの世代は直す、故障したものを直すことは一生懸命にやります。
そのほかの活動として、国会見学や
施設訪問などもやっています。私自身
は自治会もやっていてどちらかというとそちらが中心
ですが、会でも防災のことも熱心にやっています。避
難所の問題などもやっています。震災後 10 年ほどた
ちますが、いろいろなことをやってきました。

■緑区

高齢者が＜いきいき＞と生活するには・・・ ～元気さ発見と今後～
まちづくりネットワーク緑 代表委員 田中 晃

こういうテーマをなぜ選んだのか説明したいと思います。おととし緑区での 4 区幹事会で
「蛍の会」を設けて今後どういうテーマで進めるかを検討した際に、防災講座や環境管理、安
全・安心でやったらと、そっちを中心に考えていました。しかし緑区でも地域福祉保健計画
があり、どうやら高齢者が（外に）出てこないということが、特に男性が出てこないという
ことが話題になりました。では、会としてどうするか・・となった時に、会員の中島からこ
のテーマの提案がありました。オレオレ詐欺の話が出てきて、よく聞くと、みなさん奥さ
んが家計を握っていてそこから現金を持ちだしている、うちの会は男性が多いので、そ

ういうことも考える必要があるかな・と。もう一点。東日本大震災の時に若い人たちは、東京から、横浜から
スマホを活用して帰宅されましたが、高齢者は全然できない。私もまだ出来ない。今回 1 月に最新型を買い
ましたがまだ出来ない。こういう中で、高齢者はどうやっていきいきと暮らしていくのかを取り上げるのも
よいのかと、また、我々も次々に引きついでいきますし、80 代、70 代、60 代の人たちが会にいますので、
2 年かけてこのテーマについて勉強してきました。
うちの会は区民会議の流れで元区民会議委員 10 名で 2011 年に立ち上げ、今 9 年目になります。そろ
そろ 10 年目の節目となり、会としても新しい時代を迎えようとし
ています。
このスライドは会員の樋口が「稲村の火」4の説明をしています。
防災をやっている人たちはこれが分かると思いますが、こういう
パフォーマンスが得意なメンバーも出てきています。。
活動のベースは防災講座です。会員はそれぞれの分野で活動し
ていますので、ゆるいネットワークで進めています。それぞれがや
るというスタート時の考えが原点です。
それまでは区役所区政推進課の元にいましたが、緑区市民活動支援センターみどりーむに所属する会と
してやってきた 9 年でした。
メンバーは 15 名います。みどりーむの運営委員会の
メンバーであったり、わいわい広っぱ5に 7 名とか防災
塾だるま6（神奈川大学）に所属していたり、メインはこの
自治会活動でいろいろやっています。連合自治会長も何
人か入っています。いろいろな組み合わせの中でどうや
って楽しくやっていけるのかを考えて進めています。メ
ンバーの数が 10 名から 15 名というのもちょうどよい
数字かなと思っています。
では 3 つの年代に分かれていますので若手グループから聞いた話を紹介します。50～60 代は 5 名い
ます。この年代の人たちは、やはり「自分が楽しめて、人の役に立つ」「家族や地域のみなさんとの絆」を大事
にして第二の青春を感じてやっている。非常にいい状態。世の中そのまんまの状態です。楽しんでいるので
すね。
次は中堅グループ。まさに活動そのものをやっていますので、あまり意見が出てこない。
次はたそがれグループです（（笑））私もですが 80 代になるとやはり、4 つの健康で人生を楽しむ。特に
身体や経済、人生 100 年とか言いますが、精神的や社会的にどうやっていくのかが北部 4 区の活動目的
ではないかと思います。家族との関係でいくと、家族がいない人も出てきます。断捨離をやっていたり、い
ろいろな動きも出てきます。危機管理の面では、健康維持や、運転免許返納なども出てきます。私も一日
8000 歩いていますがそういう年代で、枯れ木に花が咲くような感じで活動しています。たそがれだと思
っちゃいけないと考えています。
総括しますと、やはり 50 代・60 代は新しいことに挑戦しているように私から見ると思えます。70 代に
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資料室 【稲むらの火】～安政地震津波の顛末～
https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/siryo_inamura.html
わいわい広っぱ みどりーむ登録の生涯学習団体
防災塾だるま http://darumajin.sakura.ne.jp/

なるとまさに連合自治会長だったり、やりたいことはすでに実行している。新たな夢を持っている人が多い
というのが特徴です。それをどう達成していくか・・が大事なことになります。80 代になると、人生を楽しく
過ごしているとか主役からわき役へ変わっていくといったことを実際やっています。
今後への提言は「主人公は自分自身だ！」ということで、うちの会でも防災で、行政が悪いとかいろいろ
ありますが、やはり自分たちがやるのが筋だろうと。今
回の台風災害でもやはり自分のことは自分でやること
で纏めてみました。
これはうちの若手グループの人たちがまとめてくれた
のを頂戴しました。私が書いたのはここ「幸せを感謝しよ
う」というところだけなんですが、若手も「過去、現在、未
来」とつながっていくことは書いてくれて、非常によいこ
とだと思い、そのまま拝借しました。復興ソング「花は咲
く」は各年代の 3 人からそれぞれ思いがあるということで出されました。年代を越えたものが一本になる
のは「回想」ですし、その本質を理解するには「傾聴」しかないですね。スマホでも情報を交換するのは傾聴
と同じような、相手の話を聞いて、それに合わせることが大切で、別のことを出せば怒られますよね。その
人に合わせた言葉を出すことが大事です。
高齢者から若手へと話をしましたが、やはり IT の活用が高齢者は弱いので、若い人に教えてよとお願
いしています。ですので最近 LINE とか、80 歳になって
LINE をやるとか思いませんでした。
Facebook をやっていて、パッと書いて、叱られたことが
あります。ことばを強く書いてしまったり、そんなことやって
はいけないと言
われました。失
敗です。ということで、最後に、「できないことを嘆くより、でき
ることを見つけよう！」「焦らず、急がず、のんびりせず」
人間、最後には幸せか不幸かを自分で選ぶことです。私が今あ
ることはなんでも「幸せを感動しよう」と思います。これでまと
めにしたいと思います。
最後ですが、中曽根さんの好きな言葉からの引用です。青春
とは、年齢ではなく、心の持ち方だと。 「夢を持ち」「感動し」
「胸をときめかし」「挑戦する喜び」を持ち続けることが高齢者の役目だと思いながら今日の終わりとさせて
いただきます。
■青葉区

多摩川と鶴見川 治水から診る
青葉区民会議 小池由美

昨年の交流会では青葉区は災害情報の提供について報告しました。一昨年の港北区での交流会では、鶴
見川について国交省の方から講演がありました。鶴見川多目的遊水地の話をしていただきました。今回で

3 回目になります。昨年の台風 15 号、19 号はひどかったですね。い
つくるのか、いつくるのかと、情報を見ていました。多摩川と鶴見川で
はいったい（災害対応は）どうなっていたのかということを、今回まと
めさせていただきました。
これが、多摩川です。こちらが鶴見川です。鶴見川は 42 キロメートル。
ほぼマラソンコースの長さです。長い川だとおもっていたのですが、こ
うしてみると、多摩川の方がずっと長い、約 3 倍はあります。流域もすごく広いです。約 3 倍。こういう川
で、どういう対策がうたれていたから、結果ああなったのだということを見ていきます。ネットでもたくさん
書かれています。ですのでネット情報も入れながらまとめています。
多摩川は氾濫したのです。記憶にありますよね。あの橋（二子玉川）の向こうのところです。その時の川の
水位の状況ですが、これは 10 月 12 日からの情報です。どんどん水
位が上がり、8 メートル、これは氾濫危険水位ですが、12 日の時点で
8 メートルを超し、そのまま水位は上昇しています。そのまま増え続
け、最終的にはこの時点で越水しています。流域の中でも、このあたり
の避難者数が川崎市域でも 3 万人を超しています。全体ではすでに何
万人という数字です。東京都や川崎市では避難所は人であふれてしま
った。そんな状況が起こりました。 この部分が決壊というより、越水したのですね。このあたりは堤防がな
いところ7ですので、水が上がるとそのまま流れ込んで住宅地は浸水8してしまいました。
それに比べて鶴見川の水位経過ですが、7 メートルのあたりで
上昇がとまります。８メートルは越さないのです。越えずにこの
ままで 12 日、13 日を過ぎると下がってきます。全然違う水位
の変化の経過です。台風 19 号についていうと避難者は 8800
人。比べると、やはり少ないです。北部 4 区での被害状況の表を
だしています。警察や消防へ届け出たもののみの数値ですので、
実際はもう少し被害があったかもしれません。 被害数でいくと、
港北区が一番多かったです。都筑区、青葉区での被害が多かったのは、倒木です。近所の公園でも倒れまし
た。都筑区は結構倒れたでしょうね。 こういう状況が台風 19 号の被害状況の特徴かなと思います。
鶴見川 頑張ったといわれています。先日、地域防災拠点備蓄庫の機材点検があり、業者の方がこられま
したので同席しました。その時の話ですが、防災関係の方が、「鶴見
川の遊水地ってすごかったですよね。あんなのだと知らなかっ
た。」と感心されていました。遊水地がどんなふうだったのかは、案
外知らないのです。堤防
が切れて、あのあたりは
水浸しになったと思って
います。これが鶴見川の写真です。このあたりに工夫があります。
そして、今度は緑区にも新しい工夫9ができます。緑区の方たち知

7
8

9

多摩川無堤防解消プロジェクト https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index041.html
無堤防状態 多摩川氾濫の東京・二子玉川
https://www.sankei.com/affairs/news/191025/afr1910250052-n1.html
恩田川遊水地 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/i6k/cnt/f617/documents/20190315.pdf

っていますか？
鶴見川は頑張っていたのですね。この遊水地の貯留可能な約四分の一ぐらいの水が入りました。93 万
㎥です。余裕でした。この日、13 日はあのラグビーがあった日です。できないのではないかという話題・・で
した。が、できました。あんな状況だったのに、なぜできたのか？スタジアムあんなに浸かっているのに、な
んで？？ 地下駐車場、水浸し状態。 なんで？？ でもできたというのが、鶴見川（遊水地）だったからな
んですね。
青葉区民会議では、毎年防災に関して、いろいろなところを見学に行ってきました。紹介します。鶴見川は
がんばりましたが、どんなふうな状況なのかを、調べています。
2018 年には恩廻公園地下調整池へ行きました。地下深いところまでおります。気温もずいぶん下がりま
す。2 月には、鶴見川多目的遊水地の見学もしました。スタッフからも話を聞きました。 川和にある遊水地
の見学もしています。この遊水地へも水は流入しています。遊水地へ入ることでどれぐらい、川の水位は違
うのかというと、5 センチぐらいだそうです。川和遊水地に水が入り、川下の遊水地で流入すると、先ほど
の川の水位変化をみたように、水位は上昇していかないのです。
緑区の恩田川の遊水地の計画が進んでいます。川のここに越水場所を作って、こちら側へ排水していくの
です。北部 4 区の各区に遊水地があることになります。
横浜市北部ではこのほかにどんなところに遊水地があるかというと、奈良川にいくつかあります。青葉区
内だと泉田向公園。梅田川にもあります。鶴見川には本当にたくさんの遊水地が作られている。
これが、多摩川が氾濫した状況です。テレビでも報道していました。このあたりは堤防の高さがなくて、越
水してしまったという状況です。ネット上からは刻々と状況を見ることが出来ます。多摩川の取り組みは、
堤防をどのようにしようかという取り組みが多いのです。スーパ
ー堤防をやってみようという取り組みもあったようです。多摩川
の堤防の取り組みです。この多摩川のこの箇所の地域では、去年、
どのようにしようかと取り組みをやっていたのです。地域づくりワ
ーキングといって市民が話し合っていたところです。多摩川無堤
防解消プロジェクト。できていなかったから、こうなってしまった。
そういう状況で、被害が大きくなってしまったのです。京浜河川事
務所のサイトからこういったシミュレーションができます。
もし、この箇所が決壊したら、このあたりはどれぐらいの時間浸水しているのかといったデータも分かりま
す。 鶴見川でのシミュレーションもできます。
この間からいわれている、ハザードマップ。台風などでも河川決壊による浸水被害が起き、ハザードマッ
プには我家はかかっていないのに、被害にあったと苦情を言う人がいたようです。ハザードマップはあくま
で予想です。 日ごろから、自分はどんなところに住んでいるのかを分かっておく必要があります。
Yahoo の天気サイトを見ている人、いますか？これはすごくよくできています。防災情報が沢山でていま
すし、クリックするとさらに見ることができます。例えば、鶴見川のところでは、水位カメラがあります。カメ
ラをクリックするとさらに、ライブで川の状況を見ることが出来ます。ですから雨が沢山降り続けている、や
っかいな状況になってきたなという時には、このサイトで情報をライブで見ることができます。このサイトの
ほうが、市のサイトより情報が早いので見てはどうでしょう。
多摩川でもこのサイトはあります。市民は見ていなかったのでしょうかね。
それでは、区民会議として市民の意識を高めるためのどのようなことをしてきたかというと、2016 年に
岸先生に来ていただいて、「鶴見川の自然と治水」と題して公開講座をやりました。私たちは鶴見川の中流

域に暮らしていること。さらに上流域、中流域、下流域での働きはそれぞれしっかりあるのだということを
学びました。中流域についていえば、先ほど紹介した北部 4 区にある遊水地があることで、下流域が守られ
ているということになっています。でも住人は意識をしているのかな・・ということで青葉区民会議では、区
民会議ニュースでシリーズで書いています。「流域で自然と災害を考えるシリーズ」として記事を書いていま
す。加茂さんに、シリーズの担当で執筆してもらっています。自
然系の人たちが、鶴見川を見たときに、「川の災害と自然」とい
う視点からも考えていかなくてはならない。 私たちも防災をず
っと取り上げてきましたが、自然の方から「川」ということで繋が
ってきました。「流域で自然と災害を考えるシリーズ」として今 5
番目まで書いてきました。年２回発行する区民会議ニュースです
が、そこでウォーニングの形をとって、毎回「川はいったいどうな
っているのか」をお知らせしてきました。
今、青葉区民会議は健康・福祉・教育部会と、住み続けたいまちづくり部会の二つの部会に分かれて活動
しています。健康・福祉・教育部会ではまだ活動目標が定まっていませんが、もう一つの部会では、「SMAT
スマート」グループでは、小さい交通に関係する活動、これは先ほど配布した交通公開講座のチラシにもあ
る活動をしています。 「LAM 作戦」というのもありますが、ここでの活動は、都筑区の報告と似ています。
青葉区の中で人に伝えたい緑をリストアップしています。「みどりの会」というのも自然について取り上げて
います。そのほか「地区防災計画の実現を探る会」という長いグループもあります。みなさんは地区防災計
画というのをご存知ですか？地区防災計画そのものがあまり知られていないので、どのように知らせてい
けばよいのかを考えています。また、健康長寿とまちづくりといったものも取り上げています。これに関し
ては次の区民会議ニュースで特集します。他にもプラゴミを考えたり、デジタルアーカイブを考えたりと、そ
れぞれ分かれて活動をしています。
最後に航空写真をお見せします。リマインダーです。これはどこだか分かりますよね？ ここが恩田川です。
ここは下台のあたりです。今度このあたりに遊水地が出来
ます。鶴見川の両岸は田んぼが広がって空地がひろがり、そ
の外側に住宅地がある。それに比べて、これは多摩川です
が、ここでは川岸に河川敷が広がりなだらかに外へつなが
っている。ここに堤防があるのですが、無いような。ここま
で住宅地が接近してきているのが多摩川です。ですので堤
防を越えると住宅地側に被害が広がります。多摩川での治
水施策では、まだまだ堤防をどのようにしていこうかという取り組みです。すでに住宅地がせまってきてい
るので、遊水地を作る余地がないのです。遊水地の代わりに堤防をということになっています。鶴見川では
中流域で対応できる田んぼがあり、遊水地を作って対応していく。そこが多摩川と大きく違うところだと思
います。
今、災害は地震だけでなく、さまざまな災害が起きています。先日も地域防災拠点を集めての話がありま
した。拠点は地震対策だけでなくこれからはさまざまな災害にも対応するのではといった話しがありまし
た。拠点は地震対応だけではなくなるのでしょうね。そのなかで洪水対策としての鶴見川の取り組みは非
常に進んでいると思います。

■引継ぎ
「横浜北部 4 区まちづくり交流会」は 各区が現在取り組
中のテーマについて発表し、意見交換する場として毎年１
回継続してきています。
幹事区は持ち回りです。今回 2020 年度の幹事区が青
葉区から都筑区へ 引き継がれました。
都筑区さん よろしくお願いします。

■ランチ交流会

北部の食材を使った特別ランチで

